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食に関する将来ビジョン検討本部再開に関する意見   

                             平成 24 年 4 月 23 日 

                       全国消費者団体連絡会 阿南 久 

 

１．ベースとなる基本的認識について 

 日本の農業の中核的基地である東北・関東地域は、東日本大震災と原発事故によるダメージ

によって機能が低下し、国民生活の将来に大きな不安要因となっています。 

 復興・再生のための明確なビジョンを示し、農業関係者だけでなく国民が共有し、ともに参

画できる“国民運動”として推進する体制構築が必要です。 

 また、農林水産業の発展はまさに“地域の活性化”と不可分であり、地域コミュニティーの

再生の視点が重要です。 

 さらに、「農業は国の基本」の位置づけを確固たるものにするためには、女性を含めた農業者

の育成・地位の向上、参加の拡大のための施策の充実・強化が必要です。 

 

２．「食ビジョン」の取り組みについての評価 

(1)六次産業化の推進について、女性の活躍が見えるようにしてはどうか。 

(2)再生可能エネルギーの導入拡大について、小水力発電や木質バイオマス利活用についてもも

っと取り上げてはどうか。またそれらのエネルギーの温室などへの実際の活用事例があるとよ

い。 

(3)環境保全分野において、森林の CO2 吸収効果や木材利用の促進の具体例についても記載し

てはどうか。 

(4)「食育」について、放射性物質汚染問題のリスクコミュニケーションと消費者啓発のための

情報発信を記載してはどうか。 

 

３．基本方針・行動計画の推進について 

(1)戦略１について、これからの日本農業を支えリードする人材育成は急務です。女性を含めた

経営者教育の強化を具体的に示す必要があります。 

(2)戦略２について、「消費者ニーズに即した農林漁業」を具体的な仕組みにするための検討が必

要です。 

(3)戦略３について、エネルギー生産を農林水産業ののなかに大きく位置づけ、地産地消・地域

発展を基本的な思想として、地域創生につなげていくことが重要です。 

それらは、戦略６の震災に強い農林水産インフラの整備とも連動した課題です。 

(4)戦略７について、今回の原子力災害に対する対策への積極的な対応は、貴重な知見として研

究され蓄積されるべきものです。研究体制の整備が必要です。 

                                 以上 
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「食に関する将来ビジョン」について意見 

 

                    金子勝（慶應義塾大学経済学部） 

 

１．地域における推進事例の収集について 

プロジェクト１における６次産業化の事業計画として７２３件、プロジェク

ト２における観光地域づくりプラットフォーム形成等とありますが、これらは

比較的成功したものです。私の個人的な実感かもしれませんが、全国至るとこ

ろで、（JA なども含めて）多くの農業関係者が「6 次産業」という言葉を当た

り前のように使い、問題意識をもった取り組みを試みています。 
しかし、農業は自然的制約から、6 次産業化が成功例になるまでにはそれな

りの時間がかかります。多くの人に、素朴な試みから地域全体が 6 次産業化し

ていくプロセスを想像できるように工夫する必要があります。実際に、地域に

おいてはその萌芽となる簡単で素朴な農林水産物加工や観光農園等の取組な

どが数多くあります。たとえば、洗浄やカット野菜にしたり、菓子など素朴な

加工品にしたりといった具合です。主体もさまざまです。法人化した農業者や

農業経営はもちろん、商店会の飲食店や食品販売店、地元醸造業者、菓子製造

業、さらに JA や農村地域の商工会などさまざまです。広い意味で６次産業化

を捉えて、商工会等も対象にアンケート等により、素朴な萌芽的事例を拾いあ

げるために、もっと多数の事例収集を行った方がよいと考えます。というのは、

あまりにできあがった成功事例ばかりを例示すると、ハードルが高くなりすぎ

て、かえって 6 次産業化が遠く感じられてしまうからです。 
 

２．小水力発電のモデル事例の創出などについて 
福島第 1 原発事故以降、多くの国民は再生可能エネルギーへの転換を望むよ

うになっています。その意味で、農業だけでなくエネルギーを含めた 1 次産業

の地産地消を経済のベースに変えることは、経済と社会を集中型メインフレー

ムから地域分散型ネットワークのシステムへと転換させていきます。 
太陽光発電や風力発電も重要ですが、より農業・農村に密着した再生可能エ

ネルギーとして小水力やバイオマス発電が重要です。 
4 月 25 日に調達価格等算定委員会が、小水力に関して 200kW～1000kW は

30.45 円、1000kW～3KW は 25.2 円という価格を設定しました。エネルギー量

という視点からは、当面は落差が 50～100ｍもあるようなダム等の中規模なも

のも重要ですが、彼らは河川法などの規制緩和に反対して事業利益を確保する

ように動くことも考えられます。 
地域という視点からも、またエネルギー地域民主主義という点からも、農業 
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用水路で行われるような小規模な小水力発電をモデル的に進め広げていくべ

きです。一応規模に応じて小水力も買い取り価格は差がつけられていますので

可能性は開けてきました。しかし、いくつかの聞き取りでは水量が安定しなか

ったり、たくさんの小規模水力を作って規模の利益を追求することができなか

ったり、問題点を抱えている地域が数多くあります。その際に、とくに冬場等

における安定的な水量の確保対策と低コスト化を考える必要があります。とに

かく私たちもやってみようと思う成功事例を提供することが大事です。 
さらにバイオマスは 25.2 円となりましたが、熱の販売を含めないと、なかな

か採算がとれません。ハウス用や家庭用に副産物の湯を供給したりするなど工

夫をして普及を図ることで、森林保全の雇用を確保することなども可能になり

ます。 
 

３．障害者の農業活動について 
これまで農業と社会福祉の関係は限られたものでした。たとえば、狭い範囲

でしか知りませんが、栃木県の小山市のワイナリーや鹿児島県の大隅食品など

障害者が農業に関連して働く取組があります。非常に成功している事例です。

こうした関係を介護などにも広げていくことが重要です。 
 

４．「農業」の範囲について 

最近、「農業」という言葉の範囲が変わってきているように感じます。食料

の確保という視点だけに限られていた時代と違って、「安心・安全」が社会経

済システムの主要な価値となっていくと、さまざまな領域と重なり合いを持ち

ます。「食」という消費者ニーズで農業を考えていくと、単なる市場主義とは

異なる意味で商業ベースで広がりが出ると考えます。 

 

５．原発事故による放射能汚染問題の解決のために 

  「食の安心・安全」という点からみて、農業は放射能汚染問題で著しく脅か

されています。女性を中心に多くの消費者はこの問題で不安を感じ、それが日

本の農業の将来を脅かしています。原子力災害対策に正面から取り組むことが

非常に重要になっています。 
依然、多くの国が日本の農産物に関して輸入制限措置をとっています。20 万

トンの中国農業発展集団への米の輸出も中断してしまいました。他方。外国産

を安全として消費者が選好したりする事例は、日本の農業の将来にとって由々

しき事態です。BSE 問題や口蹄疫問題などの過去の教訓を踏まえれば、米の全

量検査体制と汚染米を市場に流通させない体制の構築が不可欠です。以下の措

置を急ぐ必要があります。 
（１） 福島県のコメの出荷検査体制を早急に整備していくことが必要です。 
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すでにセシウムに関しては 5 秒で 10 ベクレルまで測定できるベルトコン

ベア式の食品検査機が開発されています。しかし、いまだ購入されていま

せん。GBO 検出機は注文生産ですが、レアメタルを使用するために時間

がかかります。秋の収穫期に間に合わない可能性があります。急いで体制

を整えることが消費者の安心感を生み、同時に生産者を救うことになりま

す。 
（２） セシウム回収型の焼却炉を備えたバイオマス発電がセットで必要になる

と考えています。 
全量検査をすれば、現状の 100 ベクレル基準を上回る汚染米が出てきま

す。東電に買い取らせることは言うまでもありませんが、この処分方法が

ないと、米の全量検査体制は完結しません。そこで、汚染米がたまってく

る可能性があります。セシウム回収型の焼却炉を備え、自動化された森林

バイオマス発電で燃やす方法が考えられます。すでに日本はこうした技術

を持っています。 
これは一石三鳥の効果を持ちます。汚染米の処理だけでなく、福島県の

約 7割を占める森林をおよそ 30年かけて除染することができるからです。

田畑の後背地である森林の除染が進まないと、再飛散したり、腐葉土にな

って下流に流れたり、汚染源がなかなかなくなりません。これを処理しつ

つ、再生可能エネルギーの普及を進めることができます。 
（３）輸出を回復・促進する上で証明書発行体制の整備などが必要です。本来は

東電の責任かと思いますが、農林水産省としてもしっかり取り組む必要があ

ります。 
   各国がとっている輸入制限措置を解除させるのは並大抵のことではあり

ません。農林水産省が積極的に動かないと、なかなか進まないのが現状です。

上記と合わせて、早急に取り組むことが求められています。国民の生命と健

康を守るために、こうした措置をとることができれば、政治と行政への信頼

回復につながるはずです。 
 

以上 

  



5 
 

「食」に関する将来ビジョンのフォローアップに当たっての意見 

 
北海道経済連合会 
近藤龍夫 

 
標記作業を実施するに当たり、下記のとおり意見を提出いたします。 

 
記 

 
１．今までの取り組みについての評価 

（「平成 23 年度実施状況等及び平成 24 年度以降の取り組み予定」に関して） 

(1)プロジェクト１「地域資源を活用した 6 次産業化」 
○6 次産業化の推進に当たっては、地域資源を加工して付加価値を高める食品加工業者の競争力

を高める施策が重要であるが、取り組みが不足しているように感じる。会議でも申し述べたと

ころであるが、再度以下の施策を盛り込むよう検討をお願いしたい。 

具体的には、現行の農水省及び経産省の補助制度には、食品加工企業が独自に行う事業用加

工設備の投資に対する制度がない。現存する制度は、農水産品の一次加工設備に対する農水省

の補助及び食品加工の試験研究施設に対する経産省の補助である。食品加工事業自体が農工ま

たは農工商連携事業の側面を有しており、府省間の横断的な取り組みによる６次産業化を推進

するためには、食品加工企業が行う事業用加工設備の投資に対する国の支援創設を願う。 
 

(2)プロジェクト３「我が国農林水産物・食品の輸出促進による海外展開」 
○「農林水産物・食品の輸出額を 2020 年までに 1 兆円水準とする」旨の記載があるが、これを

達成するための具体的な行動計画が明らかにされていないと感じる。平成 23 年度の取り組みは、

東日本大震災及び福島第一原発事故の影響による輸出の落ち込みをカバーするための信頼回復

に向けた日本食の安全性ＰＲに力点を置いたことは理解できるが、具体行動計画の策定とその

実行に当たっては、商談会以降の継続的なビジネスに繋げるための支援事業を強化すべきであ

る。 

具体的には、輸出に踏み出す地域の食品加工企業が現地で行う以下のマーケティングに関す

る支援を盛り込むべき。 

・商品の特徴や開発ストーリーを説明する社員の派遣に対する支援 

・商品の取り扱い方や賞味期限の厳守、商品の陳列方法等、現地従業員に対する教育や指導に対

する支援 

 
(3)プロジェクト１０「総合的な食料安全保障の確立」 
○農業を取り巻く 近の状況、更には国際的な食料需給が今後ひっ迫する状況を鑑みれば、「食」

の根幹となる農業力強化の視点を語らずに食料安全保障を語るのは片手落ちの様に感じる。会 

議でもお願いしたように、農山漁村の活性化の基本は「強い農業つくり」にあり、ビジョンの

フォローアップに当たっては、この点についての具体強化策を検討すべきである。（例：主業
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農家や優良農家への優遇措置、畑作の輪作体系の維持・確立に向けた支援、地域農業の発展に

向けた営農規模の大規模化や集約化への支援、飼料の自給率向上への支援、耕地対策として生

産基盤整備（暗渠排水、区画整理、水利施設等）への支援、品種改良等の試験研究への支援、

新規就農者の育成環境の整備） 
 

２．各府省連携で進めるための今後の取り組み 

（「我が国の食と農林漁業の再生のための基本方針・行動計画」に関して） 

○北海道では、北海道の中核産業である農業・水産業を盛んにし、それをベースに「食」の付加

価値向上と販売拡大を目指す食クラスター活動に取り組んでいる。これに加えて、昨年 12 月に

は国の「国際戦略総合特区」に全国で唯一「食」の分野で認定を受けた。このフード特区を推

進するため、4 月に（社）「北海道食産業総合振興機構」を設立し、農水産業に加えて食品製造

業の国際競争力を強化して成長著しい東アジアの食市場の獲得を目指した活動をスタートした

ところである。 
○本特区は、「食」を我が国の「戦略産業」と位置付け、アジアにおける食の研究開発拠点及び輸

出拠点の確立を通して、国の新成長戦略である「農水産物及び食品の輸出額 1 兆円」と「食の

自給力向上」に貢献するものである。 
○今後の本格展開に向けては、生産から加工・製造・流通・販売に亘る食のバリューチェーン全

般を網羅するパッケージとしての包括的な支援制度が必要であり、各府省間連携を密にした国

の支援体制の構築を望む。 
＜府省間連携による包括的な支援策の例＞ 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

・市場調査（海外市場ニーズ調査への支援、現地でのプロモーション支援、マーケティン

グ・商品企画支援、等） 

・新商品の開発研究（試作品の製造支援、新たな加工技術の開発支援） 

・農林水産業の技術開発（育種、栽培技術の確立ならびに長期貯蔵技術の確立への支援）

・食の安全性・有用性の評価・認証（安全性・有用性や効能の評価検証に関する研究開発

支援、特保等の規制面の事前戦略相談制度の創設、等） 

・市場受容性調査（テスト販売、商談会等への出展支援） 

・加工生産体制の構築（量産技術の確立のための実証試験支援、食品加工企業が行う事業

用加工設備の投資に対する支援、等） 

・産業集積化（大規模植物工場の整備・集積のための支援、研究所や加工工場の戦略的誘

致に対する支援、ファンド等の活用による業界再編成促進のための環境整備、等） 

・物流（小口混載等の物流実証事業への支援、鮮度維持輸送方法の確立のための物流実証

事業への支援、等） 

・販売（育種権や商標権等の知財活用によるブランド戦略モデルの構築支援、社員の現地

派遣に対する支援、商品の取り扱い方や賞味期限の厳守、商品の陳列方法等の現地従業

員に対する教育や指導に対する支援、等） 

・国際標準化（相手国規制の把握調査に対する支援、CODEX 等における国家のイニシアテ

ィブ発揮、規制・ガイドライン策定のための支援、等） 

・上記を推進するためのコーディネーター確保に対する支援 
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以上、「食」に関する将来ビジョン検討本部の再開とフォローアップ作業の開始に当たり、本道

のフード特区が基本方針・行動計画にある 6 次産業化を先駆的に推進し、食のバリューチェーン

を確立することで輸入代替や輸出を拡大し、この成果を我が国全体に普及させるなど我が国の経 
済発展に貢献するという観点から、今後の施策展開に関して意見を申し上げる。これらが具体的 
に反映されるよう期待する。 
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榊原 英資 
 

「食」に関する将来ビジョンへの意見 

 

 

 

○農業や農村の活性化のためには消費者の側から生産を考えることが必要です

が、生産者と消費者の間に距離があります。これを繋げることが重要です。 

 

○これをできるのが料理人であり、生産者と料理人をマッチングするような場が

できたり、産地で料理人を呼ぶイベントが盛んになるとよいです。 

 

○ユネスコへの申請の件にも関係するが、食文化についてフランスの農水省がや

っているように、日本の農水省が中心になってどんどんやっていくことが必要

です。 
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平成 24 年 4 月 26 日 

 

「食に関する将来ビジョン」の見直しにかかる意見について 

篠崎 宏 

 

 日本の食文化は地域ごとに特色があり、多様性があります。多様性は日本食文化の強

みであり、日本へのインバンウドの最後の切り札だと思います。このことを、きちん

と海外からの外国人観光客に伝えていかないと、リピートを増やすことはできませ

ん。観光業界が率先して Visit Japan などのプログラムの中で取り組んでいくことが

必要です。 

 

 しかし、発信する日本人が日本食文化を十分理解していないと思います。観光業者に

も地域の食文化について学ぶ機会が必要です。 

 

 輸出では日本酒が有望です。外国人に水や地域、原材料の違いによって味が変わるこ

となどを理解してもらえれば、もっと輸出が増えるのではないかと考えます。日本酒

は気候風土が大きく影響するので海外生産が難しいということも追い風要素です。 

 

 日本の宿泊事業者は星付けのランクを嫌がる傾向にあります。適正な食の提供のため

にも、国内食材の利用割合などを表示することは必要です。それにあわせて消費者が

選ぶ環境をつくることです。 

 

 農村に人を呼ぶには、プロモーションだけではなく、企業制度を使って一気に進めて

いく方法もあります。例えば、企業の新入社員研修を農村で行うようにする。グリー

ンツーリズムの一環として行うのではなく、今までの企業研修にはない最先端のプロ

グラムを開発・提供することが重要です。農村の潜在力を考えると十分に可能だと考

えます。 

 

 世界で最も豊富な日本のシニア労働力を有効に使うために、企業の人事制度の設計変

更を行い、６０歳以上の人材が給与を減額して出向、転籍など会社の人事制度の枠組

みの中で、農村、農家で働くことも選択肢として用意してはどうかと考えています。

農村側もこれに併せて低賃金の雇用の受け皿を作っていけばよいのではないでしょ

うか。 

 

以上 
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食ビジョンの改訂に関する意見等 

 

信川 益明  

 

1. 今後は、医薬品にばかりたよらず、食事や生薬で健康を保つ社会にすることが必要と考え

ます。 

 

2. 健康診断や人間ドッグの結果を受検者の食事に反映させていくことが必要です。このため

には、健康診断等の現場に即し、医療従事者が必要とするエビデンスを計画的に取得し、

取得されたエビデンスを広く周知し、活用を促すことが必要です。 

 

3. 機能性食品のエビデンスの取得は、しっかりと時間をかけて行うことが必要です。また、

原材料を含めエビデンスについて誰もがアクセスできるようなデータベースを作ることも

必要です。そうすれば、様々な所で新商品の開発にも繋げられると思います。 

 

4. 食事や生薬の利用により人々が健康に生活する社会の実現には、漢方の役割も重要と考え

ます。漢方（生薬）の需要は着実に増加している一方で、その多くを頼っている中国の経

済成長を考えると、漢方（生薬）の価格はますます高騰していくことが想定されます。こ

のような中で、漢方の有用性等の調査について厚生労働省が取り組んでいることは大変喜

ばしいことですが、漢方の利用を日本に根付かせていくためには、更なる努力が必要です。

例えば、漢方の原材料生産を日本で大々的に行うことも考えられます。漢方の原材料生産

には十分な農地と時間がかかりますが、生産方法と農地が確保されれば可能性はあるもの

と考えます。このため、官民が協力して、実証的な栽培に取り組むことが必要です。 

 

5. 自分の法人（医療法人社団千禮会）では、昨年度に厚生労働科学研究事業により「健康食

品の評価に関する研究」を、健康食品 GMP 第三者認定機関である公益財団法人日本健康

栄養食品協会ならびに一般社団法人日本健康食品規格協会などの協力を得て行いました。

この研究においてサプリメントや健康食品の安全性確保の観点から、消費者に比較的近い

立場にいるサプリメントアドバイザリースタッフを介して、消費者が品質の保証された製

品を選ぶための指標となる「健康食品 GMP（Good Manufacturing Practice：適正製造規

範）教育ツール」を作成したところです。さらに、厚生労働省及び独立行政法人国立健康・

栄養研究所の監修による「健康食品 GMP リーフレット」の発行（厚生労働省及び独立行

政法人国立健康・栄養研究所ホームページからダウンロードにより入手可）に至ったこと

も本研究の成果です。国際的にも消費者への情報伝達手法として評価されると考えます。

今後は、健康食品 GMP 教育ツールおよび健康食品 GMP リーフレットの有効活用により、

消費者の正しい健康食品の選択が進むことや、GMP 認定工場の増加（2012 年 1 月現在、

認定工場は 113）および流通・販売・消費者まで含めた一層の理解と普及、品質と安全性

の向上が期待されます。健康食品以外についても、同様に GMP の取得について推進して

いくことが重要です。健康食品 GMP 教育ツールおよび健康食品 GMP リーフレットは、第
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2 回 TOKYO ヘルスコレクション 2012（3 月 14 日～16 日、東京ビッグサイト）において、

理事長を務めている日本健康科学学会主催の健康フォーラムにおいて報告し、アンケート

調査を実施し評価を行いました。今後は、日本健康科学学会第 28 回学術大会（9 月 1 日～

2 日、星薬科大学）においても報告する予定です。第 28 回学術大会では、Food Action 

Nippon、日本食文化、食育に関するシンポジウムも開催します。このような普及活動が推

進されることが重要です。 

 

6. 地域見守り活動及び見守りコーディネーターの活動、健康に関する自己啓発、生涯学習、

生きがいづくりに活用して頂くために、医療法人社団千禮会医療健康科学研究所/日本健康

科学学会認定「健康科学研修」として、健康科学研修（薬膳コース：講師 服部幸應理事

長、信川益明理事長ほか）を本年 4 月 14 日（ホテルグランドヒル市ヶ谷）に実施し、修了

者に英文修了証を授与しています。今後は、病院、介護施設、配食サービス、ホテル、食

品関連企業、家庭などで活用され、医食農連携による生活習慣病の改善、健康増進の新た

なビジネスモデルとして期待できます。 
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2012/5/2 

 

「食」ビジョンに関する取組についての意見 

茂木 友三郎 

 

全体を通じて 

・実行した施策が、プロジェクトが当初意図したことの実現に貢献したか、効果

が十分に出たか検証を行い、必要な修正を行っていくべき。より効果ある施策

へ、資源配分をシフトしていけるよう、行政事業レビューを自律的に行ってほ

しい。政策（事業）の費用対効果に厳しい目が向けられていることに対して、

説明責任をはたしていくことは、必要不可欠である。 

 

プロジェクト１：６次産業化関連 

・ 現在法案提出されている「農林漁業成長化ファンド(仮称)」は、意欲ある  

１次産業者を支援し、農産物の高付加価値化を促進する。食品加工業からみ

ても、良質の農産物の確保により、顧客のニーズに合った商品開発を加速す

る期待を持てる。法案の早期成立と、有効活用に向けた取り組みをすすめる

べき。 

 

プロジェクト３：輸出促進関連 

・ 政府は、各国からの輸入規制を解くために、検査体制を充実させ、安全性に

ついての科学的データを示すなどして、相手国への説明を粘り強く行うべき。

また、知財保護や、貿易実務上のリスクへの対応を迅速・的確にできるよう、

輸出拡大に向けた基盤整備に努めてほしい。 

 

プロジェクト２の「食文化を軸とする観光・産業・文化政策の展開」 

プロジェクト９：国民運動の展開関連 

・プロジェクト 9の国民運動をプロジェクト２の「食文化を軸とする観光・産業・

文化政策の展開」と連動させるべき。日本人の伝統的な食文化の世界文化遺産

化に向け、今後日本各地での食文化継承の運動を展開することは、日本国民が

食生活のあり方、食文化の継承、食と農についての関心を高めるのに非常に良

い機会である。また、海外で、日本食の良さをさらにアピールすることも、輸

出振興につながる。各省、地方自治体、企業、団体などが積極的に参画し、国

内外各地での運動が盛り上がることを期待する。 
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プロジェクト１０：総合的な食料安全保障関連 

・ 東日本大震災を教訓に、様々な事態を想定して食料の生産・流通体制を構築

しておくことは重要である。 

・ 農業従事者の高齢化が進む中、後継者の育成は喫緊の課題である。また、企

業の農業参入もより柔軟に認め、農業の生産性向上、農産物の高付加価値化

に取り組むべき。 

・ 食品の無駄をなくす取組が不十分。東日本大震災の直後、一時的に食料が不

足する状況となったが、一時的に、過剰な価格競争やフードロスが解消され

ていた。時期をおかずに、政府は、食品の無駄をなくすための啓蒙活動や指

導を行っていくべき。製造業者、流通業者、消費者もそれぞれ、反省しなけ

ればいけない。 

 

以上 
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「食」に関する将来ビジョンの見直しに対する意見等 

 

渡邊 昌 

 

・ 医療費破綻はだれの目にも明らかになっており、マクロ経済の対応では如何ともし

がたくなっています。食と健康の関係はメタボリックシンドロームの特定健診を機に広

く知られるようになりました。１に運動、２に食事、しっかり禁煙、 後に薬、という

ように薬に頼らず食による健康つくりを展開する必要があります。 

 

・ さらに、患者のひとりひとりに自己の自然治癒力を 大限に生かす統合医療を推進

すれば、医療費を 10 兆円規模で節約できると考えています。高齢化社会においては患

者の「死の質」も高められるように、是非、厚生労働省のみならず、関係省庁が一体と

なって統合医療の推進に取り組んでいただきたい。私自身も来春に統合医療大学院大学

の開設を目指すなど、統合医療の普及に取り組んでいます。 

 

・ 食育の盛んな地域は、地域力が高くなっています。これは、こういう地域の子供た

ちがふるさとを好きということでわかります。食育は小学校の単位でやる気のある人に

やってもらうのが多職種の人を巻きこみ、成果に繋がりました。子供や高齢者などのケ

アは、利益追求型の商業的にやっていくは難しい、退職したボランテイアを生かして小

学校の単位くらいの地域から行うのがいいと考えます。食育・食養を生涯にわたって実

行することで健康長寿も保て、その地域の医療費減に繋がった実例はいくつもありま

す。 

 

・ 食を通じた健康、長寿ビジョンは生き方すべてに関係し、各府省が連携せねば達成

できないと考えています。健康をめざす生き方は国民ひとりひとりが自分の問題であ

り、国民としての義務だ、という発想をもつことが必要で、自助６、共助３、公助１く

らいの比率で考えねば医療崩壊を防げないでしょう。 

 

・ 健康面を考えると、学校給食に玄米を導入したらどうかと考えます。玄米に味噌汁

が栄養的にもすばらしいものです。今後の震災における食料問題の解決策としても、小

学校に玄米を備蓄し、これを一定期間ごとに給食に活用することをモデル的に進めてみ

たらどうかと考えています。小学校には給食設備もありますし、無洗玄米なら水も少な

くてすみます。地域に備蓄せねば急場に役立たないことは東北大震災から得た教訓で

す。 

 

・ 食を中心とした各種の施策を行うには、国からのトップダウンでは限界があり、地

域からのボトムアップで行うことが望ましいと考えます。ボトムアップ型の成功例がい

くつか出て来ると、市町村会などで参考になり、徐々に全国的に普及すると思われ、そ

れを関係省庁が連携して国の立場から支援するように取り組んでもらいたいと考えま

す。震災からの復興地区で、モデル的に行うというのもいいのではないでしょうか。 
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・ 食料自給率もカロリーベースでは、野菜などが評価されないことから、抗酸化能や

フィトケミカルの機能性みたいなもので評価する方法もあると考えます。日本の野菜の

優秀さは国際的に競争力があります。 

 

・ 近、中国でも高齢化や肥満、生活習慣病の増加から食養生が盛んで、低タンパク

食や糖尿病予防食の食事に人気がでており、食医（中国における栄養士のような者）が

引っ張りだこになっています。日本から低タンパク米の輸出や低たんぱく食品のプラン

ト輸出などを検討してみたらどうかと考えます。また、健康にいいというのは日本食の

メリットですので、アメリカなどに玄米と味噌汁の食事を輸出すればよいとも考えてい

ます。実際、おにぎり権兵衛などはニューヨークに出店しているようです。 

 

・ 日本食文化のユネスコ無形文化遺産登録の取組はとてもいい取組です。このような

各省が連携した取組を、もっと推進していただきたいと思います。 

 

・ 漢方薬の調達も課題です。現在、多くを依存している中国からの輸入は 6割も価格

が上昇し、診療にも影響がでてきています。WHO の世界的戦略へのテコ入れや、調達先

の拡大など、国際的視野での取り組みが必要です。国内では安定輸入策や国内での生産

拡大策に、早急に取り組まれることを望みます。たばこ栽培地の転作や、不耕起耕地の

活用など、雇用の創出にもつながる筈です。 

 

・ 津波の被害地に「当帰」を植えたところ海水をかぶらなかった対照地より生育がよ

かったそうです。ミネラルや海底の富養分が残された可能性もあり、この方面の研究も

必要です。  
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